
Tata Communications は多様な通信製品およびサービスを提供する、業界大手のプロ 
バイダーです。同社のデータセンター・サービスのポートフォリオには、プライベート・ 
クラウド、マネージド・ホスティング・サービス、仮想化プライベート・データセンター、ISO 
標準への適合、企業向けクラウドの実装などがあります。競争の厳しい通信業界において、 
Tata Communications はソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーから予測分析
まで、自分たちのビジネス運用とその顧客の運用を変革するデータセンターのモダナイゼー
ションにおける提携相手としてインテルを選びました。 

課 題
Tata Communications のグローバルな顧客ベースは、開発期間の短縮、設備投資と 
総保有コスト（TCO）の削減、運用効率の向上を必要としています。同社は施設への支出 
から IT への投資へとと予算をシフトさせる方法を求めています。こうした要望を満たすため
には、ワークロードの高可用性、常時利用可能なインフラストラクチャー、弾力性、従量課金 
モデル、ITサービスの自動化などを実現する俊敏なテクノロジー基盤が必要です。また、 
Tata Communications とその顧客は、データセンターの監視にかかる運営コストと、 
コンポーネント・エラーのリスクという問題に直面しています。 

Tata Communications 副社長の Karthikeyan Subbiah 氏は次のように述べています。 
「当社が必要としていたのは、ハードディスクの故障やメモリーエラー、流入と流出の情報、 
CPU エラーなど、データセンターのコンポーネントのエラーに関する情報を収集できる
アーキテクチャーでした。これらのイベントを事前に予測することで、ダウンタイムを削減し、
クラウドサービスの全体的な信頼性を向上するための機能を構築する必要がありま
した。また、サービス中断から迅速に回復するための能力も必要としていました」
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ソリューション
Tata Communications はインテルと協力して、中間的および長期 
的な戦略目標を両方満たすように設計された、段階的なソリュー 
ションの計画と試験を開始しました。インテル® アーキテクチャーは 
Mirantis の OpenStack* ディストリビューションをサポートする、
高いパフォーマンスとセキュリティー機能を備え、スケーラブルで
標準化された基盤を提供しました。Tata Communications は複数
のプラットフォームを確実に統合し、顧客に対してより多くのテク 
ノロジーの選択肢を提示するため、OpenStack* を選びました。 
インテルは Tata Communications と緊密に協力し、ハードウェアと 
ソフトウェアの統合のために不可欠な参照アーキテクチャー・ソース・ 
コードとアルゴリズムを提供しました。

Tata Communications はインテル® インテリジェント・プラット 
フォーム・マネジメント・インターフェイス（インテル® IPMI）サン 
プラーを構築して、データ収集（流入および流出の温度など）と活動 
の監視を行いました。利用のしきい値を超えた場合には、Tata 
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図1. 基本ソリューション・アーキテクチャー

結 果
インテルと Mirantis OpenStack* ソリューションの統合により、Tata 
Communications はエラーを予測してサービスの信頼性を向上さ
せる能力を手にしました。これにより、より優れた SLA を提供して常
時利用できるインフラストラクチャーという真の要件を満たすこと
ができます。Karthikeyan 氏は、「プラットフォームと緊密なやり取
りができるため、特定のノードでワークロードがどのように処理さ
れているのかを理解するための分析が可能になります。パフォーマ 
ンスを最適化してワークロード分散を実行でき、全体的な TCO が 
削減されるのです」と述べています。そして、Nishi も同意します。
「Tata Communications は高可用性ソリューションの構築に目を
向けていました。インフラストラクチャーを継続的に監視して積極 

Communications は迅速に対応してワークロードを他のノードへ
と移行できます。さらに重要なのは、インテル® IPMI を利用するこ 
とで、Tata Communications はコア・プラットフォームのデータを
使用して、個別のコンポーネントごとにエラーが発生する可能性を
予測できることです。

インテルのオープン・テレメトリー・フレームワーク、Snap を使用す
ると、テレメトリー・データやエージェントのプラットフォームの
メトリクス（マシンラーニング）を柔軟に処理できるだけでなく、
優れたデータセンターのスケジューリングとワークロードの管理も
実現できます。Snap の利用により、Tata Communications は関係
するデータを収集し、標準化された方法で処理し、それに対して分析
を実施できます。インテルのデータセンター・グループの主任エンジ
ニア、Nishi Ahuja は 「Snap によってサーバーからだけではなく、そ
のソリューション・スタック内の OS やアプリケーション・レイヤーに
ある他のリソースからも、データにアクセスできます。そして単一
の API を使用してデータの収集、処理、パブリッシュを行えます」
と説明します。
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的かつ自動的な対応措置を取れるようになったため、現在では
ワークロードは 24 時間 365 日体制で利用でき、改善された SLA
要件を満たすことが可能になりました」

まとめ
Tata Communications は信頼性の高いワークロード可用性を目
指して、多様な顧客ベースに対してエンタープライズ・クラウド・サー
ビスの拡張を続けています。インテルと Tata Communications は、
データセンターとクラウド・テクノロジーに関して提携することで、
高可用性の提供、ハードウェアに関する洞察の獲得、エラー予測に
関する分析の実現、そしてハードウェア、OS、アプリケーション・レ
ベルにかかわらず任意のソースからデータを取得するフレーム 
ワークのためのプラットフォームの提供を行っています。 

Tata Communications がソフトウェア・デファインド・インフラスト 
ラクチャーとデータセンターを促進するにつれて、オーケストレー 
ションと自動化が中心的となり、さらにデータセンターの効率が向上 
します。自動化プロビジョニングとインストールをテレメトリー分析 
機能と組み合わせることで、Tata Communications はハードウェア・
データの洞察に基づいて自動的に対応措置を取ることができます。

今後、Tata Communicationsとインテルは、インテルの Snapフレー
ムワークをアプリケーションとオペレーティング・システムにも拡張
して、クラウド・アーキテクチャーをさらに強化していく予定です。動
的予測機能を備えた Snap とインテル® テクノロジーを適用するこ
とによって、複雑なメモリーエラー予測も含まれる可能性があります。

こうした継続的なパートナーシップは、Tata Communications と
インテルによる通信サービスの技術革新を可能にしています。Tata 
Communications はよりセキュアで統合され、管理されたサー 
ビスを、複数のハイブリッド・デプロイメントにわたって提供すること 
を目指しています。Karthikeyan 氏は将来性について、「クラウド
対応のマネージド・ホスティング・サービスを通じて、企業によるクラ 
ウドとデジタル・トランスフォーメーションの推進を支援できると
考えています」 と述べています。さらに Nishi はこう付け加えます。 
「インテルは現在まさに、『裏返し』 のアプローチを検討しています。
私たちは、Tata Communications のような顧客からフィードバック
を得ることで、そこからプラットフォームに必要とされる機能を判断
しているのです」

詳細情報
インテルのデータセンター・ソリューションの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/cloud/ を参照してください。

ソリューション詳細
インテル® インテリジェント・プラットフォーム・マネジメント・インター
フェイス（インテル® IPMI）

インテルのSnapオープン・テレメトリー・フレームワーク

Mirantis OpenStack* ディストリビューション
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OpenStack*
OpenStack* は、プライベート・クラウドおよびパブリック・
クラウドを構築するためのオープン・ソース・ソフトウェアです。 
このソフトウェアはデータセンター全体を通して、コンピュー
ティング、ストレージ、ネットワーキング・リソースの大規模な
プールを、ダッシュボードまたは OpenStack API を通じて管
理します。OpenStack は多くのエンタープライズおよびオープ
ン・ソース・テクノロジーに対応しているため、異機種混在のイ
ンフラストラクチャーに理想的で、強力なエコシステム・
コミュニティーがあります。

openstack.org

http://www.intel.co.jp/cloud
http://openstack.org/


インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。絶対的なセキュリティーを提供できるコン
ピューター・システムはありません。詳細については、http://www.intel.co.jp/またはハードウェア・メーカーや販売店にお問い合わせください。実際の性能はシステム構成によって異なります。絶対的なセキ
ュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/を参照してください。

テストは、特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を実証します。ハードウェア、ソフトウェア、システム構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる
場合があります。購入を検討される場合は、ほかの情報も参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。性能やベンチマーク結果について、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合
は、http://www.intel.com/performance/（英語）を参照してください。 

記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを
目的としています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。

Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。 

*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル株式会社
  100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1
http://www.intel.co.jp/

© 2017 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

2017年8月

336404-001JA 

JPN/0817/PDF/WLT/MKTG/YA 

http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.com/performance
http://Intel Corporation
http://www.intel.co.jp/

